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　マンション生活には「自分だけの自由な生活」というイメージがあるようです。しかし、
マンションには、戸建住宅と異なり「複数の人間が、共同所有するひとつの建物内で生
活を営む。」という特殊な性質があります。このため、他の居住者と一切関係を持たずに
生活していくことはできません。
　そこで法律（区分所有法）は、すべての所有者によって管理組合を組織し、管理者（通
常：理事長）を置き、総会において適切な維持管理や居住していく上でのルール等を決
めることを定めています。
　居住価値を高めることになる管理組合活動に対して最低限知っておきたいポイントを
紹介しますので、快適マンションライフを送るための参考にしてください。
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１. 自分のマンションの管理状況を診断してみよう！

　あなたのマンションの組合運営、委託業務・維持保全の状況をチェックしてみましょう。

　上記チェック表の中で「いいえ」が６つ以上あ
る場合は、マンションの中で、区分所有者（＝組
合員）の皆さん全員で改善への努力をしていくこ
とが望まれます。
　「委託業務」の項目に「いいえ」が１つ以上あ
る場合は、委託先管理業者に「契約内容」「委託
業務内容」について確認・交渉する必要があると
思われます。

チェック項目 判　定

組　

合　

運　

営

管理規約がある はい いいえ

管理規約は標準管理規約に準拠している はい いいえ

細則（使用細則、ペット飼育細則、専有部分修繕細則等）がある はい いいえ

年1回、定期的な総会を開催している はい いいえ

総会議事録が作成・保管されている はい いいえ

理事会が定期的（1回／2ヶ月程度）に開催され、成立している はい いいえ

理事会議事録が作成・保管されている はい いいえ

組合会計は、「管理費会計」と「修繕積立金会計」に区分されている はい いいえ

滞納状況が把握され、3ヶ月以内に文書等による督促を行っている はい いいえ

居住者間の挨拶が行われるような取組をしている はい いいえ

委
託
業
務

「重要事項」の説明を受けている はい いいえ

委託契約書は標準委託契約書に準拠している はい いいえ

毎月、収支報告を受けている はい いいえ

維　

持　

保　

全

法定点検を実施している はい いいえ

法定点検以外の定期点検を実施している はい いいえ

長期修繕計画がある はい いいえ

長期修繕計画の計画期間は25年程度としている はい いいえ

修繕積立金の金額は、長期修繕計画に基づき算定されている はい いいえ

設計図書等は管理組合で保管している はい いいえ

修繕履歴を保管している はい いいえ
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２. マンション管理の仕組みを知ろう！

　マンション管理の主体は区分所有者と住民であることはいうまでもありません。
　区分所有者の団体である管理組合は、共用部分の管理の方法などを規定する管理規約
を取り決め、区分所有者以外の住民も管理規約に従って生活します。
　管理規約には、区分所有法に基づくこと、区分所有法を補完することの他、そのマン
ションで独自に定めたことなどが記され、総会で選任された役員（理事、監事）で構成
された理事会が管理組合の業務の執行の役割を担います。
一度管理規約の内容を確認してみてください。（国土交通
省から「標準管理規約」が発表されています。）
　また、管理に必要な費用は、管理費や修繕積立金とし
て区分所有者それぞれから徴収しています。管理費と修
繕積立金とは区分して経理することが大切です。

　多くの管理組合は管理会社に日常業務を委託しています。共用部分の日常的な管理や
専門的な知識を必要とする管理については、管理組合が管理会社に費用を支払い管理を
委託するのが一般的です。（国土交通省から「標準管理委
託契約書」が発表されています。）
　管理会社に委託せず、管理組合独自で行っている場合
を自主管理と言っています。

管理会社が行う業務の例

①事務管理業務
　出　　　納：管理費・修繕積立金の徴収、諸経費の支払い等
　会　　　計：管理組合の予算案・決算案の作成補助、会計収支報告書作成等
　管理・運営：損害保険等の契約の代行、総会・理事会の運営補助、その他
　維持・保全：修繕工事・点検・整備等の発注、長期修繕計画の策定補助
②管理員（管理人）業務
　受　　　付：外来者の対応・案内、通知事項の掲示等
　点検・立会：建物・設備の点検又は点検の際の立会い
　報告連絡・管理補助：業務日誌記録、防火管理、未納管理費等の督促等
③清掃業務
④設備管理業務：エレベーター等の設備の保守点検・整備等
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３. マンションのエレベーターや廊下は誰のもの？

バルコニーは個人の所有物ではない！

　マンションには「専有部分」と「共用部分」があります。
　専有部分とは、住戸や事務所・店舗など区分所有権の対象となる部分のことを言います。
簡単に言うと、玄関ドアの内側、壁紙から内側の空間がこれに当り、皆さん個々の所有
物です。
　共用部分とは、エレベーター等の共用設備、
廊下・外壁・隣室との境の壁・柱・床・天井等
の建物の構造部分、敷地など専有部分以外の部
分です。これらはマンション所有者全員の共同
所有物です。
　マンションの住戸部分（専有部分）は、建物の
構造部分（共用部分）なしには存在できず一体
不可分です。マンションの住戸部分の所有者は、住戸以外の部分の共同所有者にもなる
わけで、共用部分を共有持分比割合で所有することになります。
　この専有部分・共用部分は、どの範囲かをしっかりと管理規約に明記しておかないと、
修繕などに当りその費用を誰が負担するのかでトラブルの原因になります。特に、電気・
ガス・給排水の配管系統は注意を要します。電気・ガス・給水管は業者設置のメーター
が境界となり、排水管は縦管が共用部分、そこへ繋ぎ込む横管を専有部分とするのが一
般的です。

　マンションの住戸についているバルコニーは、普段は各住戸に住んでいる人による独占的な
使用（専用使用権）が認められています。しかし、意外だと思われるかも知れませんが、バル
コニーはマンションの建物構造部分であるので、個人の所
有物（専有部分）ではなくマンション所有者全員による共
同所有物（共用部分）です。このため、独占的に使用でき
るとはいえ使用方法は制限されます。また、バルコニーは
いざという時には避難通路として使われます。大きな物を
置いたり、物置等を設置したりすることはできません。
　各住戸の壁紙が貼ってある壁自体も「共用部分」です。
建物構造部分である壁の中にはコンクリートを支えるため
の鉄筋が数多く通っており、これが切断されると建物の安
全性に重大な影響を及ぼします。エアコンを増設するなど
のために壁に穴をあけるのは非常に危険ですので絶対に止
めましょう。
　その他、サッシ、窓ガラス、玄関ドアなども「共用部分」
です。
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４. マンションの生活マナーについて考えよう！

　マンションには多くの人が住んでいます。物事に対
する考え方やライフスタイルは人の数だけ存在しま
す。もしマンション居住者が皆自由気ままに生活した
としたら、トラブルが続出して快適に生活していくこ
とはできません。これを避けるために、マンションに
は「管理規約」、「使用細則」などというものが存在し、
その中に共同生活していく上でのルールが決められ
ています。

≪騒音問題≫
Ｑ：上の階の住民に小さな子供がおり、走り回ったり物を落としたりする音が響いてくる。
隣の部屋からは、毎日夜遅くまでピアノ練習の音が聞こえてくる。

Ａ：足音やドアを開け閉めする音などは生活していく上で必ず出てしまうものなので、あ
る程度はお互い容認しなければなりません。知らぬ間に自分が加害者になっている場
合もあります。「知らない人が出す音は気になるけれど、知っている人が出す音はあ
まり気にならない。」ということもあります。ご近所の方と知り合いになっておくこ
とも予防策のひとつです。しかし、あまりにも我慢できない騒音にはしっかりと意思
表示することも大切です。どのような方法が適切か、ご近所や管理組合の役員などに
相談しましょう。

トラブルは裁判で解決できる？

　最近は、トラブルが起こるとすぐに「裁判だ」という人が増えているそうです。では、
マンションでのトラブルは本当に裁判で解決できるでしょうか。
　確かに裁判などの法的な方法で対処した方が解決しやすいトラブルもあります。それ
は、金銭の滞納や周囲に多大な迷惑をかける住民に、管理組合として対処しなければな
らない場合です。しかし、それ以外のトラブルについては、裁判沙汰にしてしまうと多
くの場合後味の悪い結果となってしまうようです。それは、裁判に勝っても負けてもそ
の後も同じマンションで共に生活していかなければならないからです。
　裁判沙汰にする前に、同じ建物で生活する者同士として、むやみに感情的にならずに
トラブルの解決に向けてよく話し合うことが大切です。また、トラブルの複雑化を防ぐ
ために、問題をひとりで抱え込まずに管理組合などに相談し、皆で対処方法を考えるの
も良いでしょう。
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５. マンションのコミュニティについて考えよう！

　マンションのコミュニティは、区分所有法で定められた区分所有者による組織（＝管
理組合）と、マンションの居住者により構成されコミュニティ活動などを行う組織（＝
自治会）があります。
　しかし、実際は管理組合と自治会の構成員が概ね一致する場合が多く、管理組合と自治
会の一体運営も多数みられ、少なくとも連携しながらコミュニティ活動を行っています。
（1）あいさつをしよう！
  あいさつは日常のご近所コミュニケーションの基本です。子供やお年寄りにも笑顔

で声をかけ、気軽な付き合いを心がけましょう。
  また、犯罪者は、日常から住民同士があいさつを交わしているようなコミュニティが

確立されている地域を嫌うと言われています。あいさつは防犯対策にも役立ちます。
（2）居住者間で情報交換しよう！
  同じことを考えている人が同じマンションにいるかも知れません。情報共有のため

コミュニティ掲示板を考えてみましょう。サークル活動に参加するのも良いですね。
（3）マンションのイベントに積極的に参加しよう！
  住民間のコミュニティ育成のチャンスです。ぜひ参加して皆さんと楽しみましょう。
（4）ご近所の自治会（町内会）と交流しよう！
  自宅マンションの周辺には地域コミュニティが形成されています。それと交流を持

つことができれば、地元のお祭りなどのお神輿担ぎに参加することもできます。

６. 安全・安心な暮らしについて考えよう！

（1）災害時に役立つ設備を知っておこう！
  ベランダ間仕切り・避難はしご・非常ベル（自動火災報知設備）などの防災設備の

使い方、防災備品の保管場所や種類など、日頃から知っておきましょう。特に、新
役員が選任された時、諸設備を含めたマンション見学会は有効です。

（２）いろんな防災訓練をやってみよう！
  災害はいつ来るかわかりません。ご家族が自分で避難できるようにぜひ防災訓練に

参加しましょう。避難経路などを記載したマップ作りも大切です。
　　 家庭内では、家具の転倒防止策を講じたり、3日分程度の食糧備蓄、エレベーター
に閉じ込められた時の緊急時使用方法の確認など、備えを万全にしておきましょう。

（3）災害時に助け合える体制を築こう！
  お年寄りや体に不自由のある方は、災害時の避難に当っては援助が必要になります。

また、被災後の生活においても重い水運びなどさまざまな助けを必要としています。
ご近所同士で助け合うばかりでなく、自主防災組織の中でも援助体制を考えましょう。

  併せて、しっかりと「防災マニュアル」を整備してください。



7

７. もし滞納があったら？

　管理費や修繕積立金の滞納に何の対処もせずに放っておくと、滞納金額はすぐに数
十万円、数百万円にまで増えてしまいます。また、新たな滞納者を発生させる原因にも
なります。管理組合が速やかに対処することが重要です。
　滞納の原因には、①マンションの管理（管理組合あるいは管理会社）に対する不満や
マンション管理に対する認識不足、②経済的理由などがありますが、何れもまず滞納に
なっていることを伝え、何度か催促しても払ってもらえない場合直接会って話を聞き、
対応策を検討することになります。一連の手続きを「管理費等督促基準」として定めて
おくと良いでしょう。

管理費等督促基準の作成例

１．滞納者の把握
　1ヶ月以上の滞納者に対して、会計担当理事は未収金リストを理事長、副理事長、監事
の順に回覧し、状況を把握する。この回覧は毎月継続的に行う。

２．滞納期間別措置
　（1）1ヶ月分滞納者：発生の都度、定例支払請求書を投函又は郵送する。
　（2）2ヶ月分滞納者：電話、訪問による督促を行う。滞納者が不在がち、あるいは当該

住居に居住していない場合は、滞納者の勤務先等に文書又は電
話若しくは訪問により督促を行うことができる。

　（3）3ヶ月分滞納者：債務承認書（未払金残高及び遅延損害金○.○％）を要求する。
 今後の管理費等の支払実施を条件に未収金の弁済計画の協議を開

始する。
　（4）6ヶ月分滞納者：改めて債務承認書を要求する。また、弁済計画を遅滞なく提出し

てもらう。今後の管理費等の支払いが滞る場合又は弁済計画が具
体的にならない場合、理事長は、法的手続きに移行する旨を含む
配達証明付内容証明郵便により督促することができる。更に進展
がない場合、法的措置を開始することができる。

　（5）1ヶ年超滞納者：上記による解決の兆しが見えず未払残高が継続的に増加傾向にあ
る場合は、理事長は理事会の決議により法的措置を開始する。

３．法的措置
　法的措置とは、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、強制執行をいい、どの手段によるかは、
滞納者の事情を勘案しながら、理事長、副理事長、会計担当理事の協議により決定する。
なお、必要に応じて弁護士等に依頼することができる。
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８. 建物や設備のメンテナンスはいつ誰がするの？

　マンションにおける日々の生活は、安全かつ快適で
あり、その状態が継続するものでありたいものです。
そのためには、
　1. 建物や設備の不具合や異常について定期的に
 　点検  を行う。
　2. 　調査・診断  を行い建物や設備の劣化状況を
 把握する。
　3. 　長期修繕計画  を作成し、それに基づいて必要な修繕積立金を積立て、計画的に
 　大規模修繕工事  を実施することが不可欠です。

（1）日常点検と法定点検
　マンションの建物・設備の状態を良好に保ち、安全で快適な生活を過ごすための「点検」
は、その実施の時期などにより、
　1. 日々行う「日常点検」
　2. 定期的に行う「定期点検」（※A「法定点検」、※B「保守契約による点検」、自主点検）
　3. 災害などの発生後に行う「臨時点検」（災害点検、不具合点検）
に区分されます。
 ※ Ａ「法定点検」は法令で定められた資格者が行わなければなりませんし、エレベーターなどの※Ｂ「保守

契約による点検」は専門知識を有する資格者でないとできませんので、専門家（管理会社）に依頼します。

（2）調査・診断
　管理組合が「調査・診断」を行う動機には、次表の三つが考えられ、建築士事務所、
管理会社、施工会社などの専門家に依頼して行います。

マンションの維持管理とは

表　調査・診断の動機

動　機
調  査  ・  診  断

次行程
目　的 対　象 レベル

① 点検で不具合が見
つかった場合

不具合原因の特定
修繕の要否

不具合が見つかった
部位周囲

詳細な診断 修繕工事

② 長期修繕計画を作
成又は見直す場合

現状把握、将来予測 全ての修繕工事項目
アンケート調査

簡易な診断（劣化度
により詳細な診断）

長期修繕計画の作成
見直し

③ 大規模修繕工事を
行う場合

劣化状態の把握、
修繕工事の要否

修繕の対象を中心
アンケート調査

劣化状態に応じた診
断（簡易～詳細）

基本計画・設計
修繕工事
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（3）長期修繕計画の作成・見直し
　マンションの建物や設備を適切に維持管理するため
には、将来見込まれる修繕工事などの内容、おおよそ
の時期、概算の費用等を決めておく必要があります。
　1. 長期的な修繕工事の計画を作成します。この計

画を踏まえて修繕工事を行うこと、必要とされ
る修繕工事費から各組合員が負担する修繕積立金の額を算定し、これを積立てるこ
とが重要です。

　2. 長期修繕計画は、調査・診断を行って建物や設備の劣化状況や組合員の要望等を把
握し、その結果に基づいて、計画期間、推定修繕工事項目、修繕周期、推定修繕工
事費及び収支計画について定めます。また、必要に応じて、マンションの性能（省
エネ、バリアフリー、防犯等）を向上させる改修工事の項目についても計画に入れ
ることが望まれます。

（4）大規模修繕工事
　大規模修繕工事のおおよその流れは次のようになります。

　長期修繕計画の計画期間は、標準的には25年以上ですが、5年程度ごとに、調査・診断
を行って計画を見直し、その時点からさらに25年以上の計画を作成することが必要です。

長期修繕計画に定められた時期を目安として、予定時期の2年程度前から準備を始めます。
必要に応じて専門委員会などを設置して体制を整えます。

専門家に依頼して調査・診断を行い計画修繕工事の時期、内容などを検討します。

建築士事務所等の専門家に計画修繕工事の基本設計と実施設計、工事費の積算を依頼します。

その設計と積算を基に、資金計画と施工会社の選定を行います。
資金が不足した場合は、借入や一時金の徴収などを検討します。

総会では実施する修繕計画の内容、資金計画、施工会社の選定などについて説明します。
事前に居住者等への説明会等を開催して意見を反映しておくことが肝要です。

総会決議を受けて、施工会社と工事請負契約を締結して着工します。
必要に応じて建築士事務所等に工事監理を依頼します。

着工前に、居住者に対して修繕の内容や工程を十分説明し、協力を依頼しておくことが大切です。
設計図どおりできているか、工程の中間時や完成時に検査を行います。

竣工後は、アフターサービスや工事保証について確認し、修繕設計図書等を整理して保管してお
くこと、工事の結果を踏まえて長期修繕計画を見なおしておくことが大切です。
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９. 理想的なマンション生活のためにすべきこと！

（1）管理組合の運営も自分たちで！
　管理組合の運営は、理事会を中心とした自主運営が基本です。しかし、本来は自分た
ちが行う事務を管理会社に委託している場合も多く、ともすると管理組合の声がその運
営に届かない状況を招く場合があります。管理組合の自立的運営の大切さを理解し、積
極的に協力しましょう。「協力しよう」という気持ちが負担感を軽くするでしょう。

（2）管理組合の重要性を理解しよう！
　管理組合がしっかりとマンション管理に取り組めば、居住環境をより高く保つことが
できます。総会は、管理組合の意思決定を行う最も重要な会議です。組合員は議決に加
わる権利とともに義務もあります。ささいなことでも総会で意思表示してみてください。
組合員の意識が芽生え、関心度が高まるに違いありません。

（3）要支援高齢者に対する対応拡充を！
　マンション居住者の高齢化は必ず訪れます。高齢者が安心して暮らせるコミュニティ
意識の向上と、実態を把握した上で、高齢者支援体制作りが重要です。

（4）環境にやさしい暮らしについて考えよう！
　花と緑に囲まれたマンション、素敵ではありませんか。さらに、地球温暖化など環境
問題に取り組んでみませんか。CO2の削減は大切で、居住者が集まって具体的な検討を
してみてはいかがでしょうか。
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10. わからないことがあったら・・・

　わからないことがあったら、専門家に相談しましょう。
　松戸市などの行政や、分譲マンションの管理に関わる公的
機関では、皆さんの相談に応じたり、情報提供を行っています。
詳しくは各団体にお問合せ下さい。

団体名（URL）
電  話  相  談

相談内容 電話番号 相談日時

財団法人
マンション管理センター
（http://www.mankan.or.jp/）

組合運営、管理規約等の相談
建物・設備の維持管理の相談

03-3222-1517
03-3222-1519

平日
9：30～17：00

住宅金融支援機構
（http://www.jhf.go.jp/）

まちづくり融資（建替え）
共用部分リフォーム融資
マンションすまい・る債

03-5800-8104
03-5800-9366
0570-0860-23

平日
9：00～19：00
9：00～17：00
9：00～17：00

社団法人
高層住宅管理業協会
（http://www.kanrikyo.or.jp/）

マンション管理組合からの相談 03-3500-2721 平日
10：00～17：00

一般社団法人
首都圏マンション管理士会・本部
（http://www.kanrisi.org/）

千葉県支部
（http://www.syutoken-chiba.com/）

マンション管理一般 03-3256-6433 平日
10：00～16：00

一般社団法人
千葉県マンション管理士会
（http://www.chiba-mankan.jp/）

マンション管理一般 043-244-9091 平日
10：00～17：00

松戸市  住宅政策課
（http://www.city.matsudo.chiba.jp/）

マンション管理相談
（予約優先、当日参加可）

申込先　　　　
047-366-7366

毎月第一水曜日
（休日を除く）
9：00～12：00


